
　この度、美濃加茂市社会福祉協議会のホームページのリニューア
ルを行いました。
　このホームページを必要とするすべての方に「見やすい、わかりや
すい」をコンセプトに、また、スマートフォンにも対応したホームペー
ジとしました。
　今後も、誰もが手軽に必要な情報を手に入れられる様なホームペー
ジの提供に努めて参ります。
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不要な和太鼓ありませんか？不要な和太鼓ありませんか？

ホームページがリニューアルしましたホームページがリニューアルしました
その他、受賞作品は５ページとホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

初心者向け『手話講座』を開催します！初心者向け『手話講座』を開催します！

　手話を通じて、障がいやボランティア活動、コミュニケーションへの理解を深めませんか。手話の勉強が初めて
の方でも、分かりやすくサポートする講座です。お気軽にご参加ください。講座修了後のフォローアップもあります。

期　　間   平成31年4月16日から6月25日まで、毎週火曜日開催（4月30日を除く）、全10回

時　　間   10時30分～ 12時00分

対　　象   美濃加茂市民

受 講 料   無料　※ただしテキスト代金（972円）のみ自己負担

定　　員   20名（先着順）

申込期限   3月1日（金）～4月3日（水）　８時30分～17時15分

申込・問合せ先   美濃加茂市社会福祉協議会　地域福祉係　麻生・長谷

電　　話   0574-28-6111

社協窓口もしくはお電話でお申し込みください。

　ひまわりの家では、日頃、音楽療法として和太鼓の練習や演奏披露をしています。
　現在、市民の方からご寄付で頂いた５張の和太鼓を使っておりますが、太鼓の数を増やし、より迫力のある演奏
を披露したいと思っています。
　使われずに、眠っている和太鼓があ
りましたら、ひまわりの家にご寄付い
ただけますと、利用者が一層太鼓の練
習に励むことが出来ると考えています。
　ぜひ、ご協力をお願いします。

問合せ先　ひまわりの家

電　　話　0574-25-8197

佐藤  友香様　「いきましょか」「いきましょか」 服田  昭二様「わ～やった～～！！」「わ～やった～～！！」題名 題名
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第１回
ふれあいフォトコンテスト結果発表！第１回
ふれあいフォトコンテスト結果発表！
たくさんのご

応募ありがとうございました
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～新年度に合わせて、新しいこと始めてみませんか？～
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赤い羽根募金の使い道
◆福祉教育推進事業（５頁に詳細あります）
◆広報誌発行
◆ボランティア活動団体助成事業
◆ひとり親家庭ふれあい交流事業
◆子ども食堂事業
◆ふれあい・いきいきサロン活動助成
◆日常生活自立支援事業利用料助成

皆様からいただいた
募金は上記のような
福祉活動を行う活動
費の一部として使わ
れています。

　10 月 1 日から 12 月 31 日まで実施しました共同募金運動（赤い羽根募金、歳末たすけあい募金）には、皆
様から心あたたまる募金をたくさんいただきました。ご協力いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。
また、運動期間中には自治会長さんをはじめ自治会役員さん、各種団体、ボランティアのみなさん、その他関
係者の方々にご協力いただきましたこと重ねてお礼申し上げます。

たから幼稚園の園児たち。
１人ひとりが優しい言葉
をかけながら募金をして
くださいました。

平成 30年度

共同募金運動にご協力
ありがとうございました

平成30年度

共同募金運動にご協力
ありがとうございました

平成３０年度　共同募金運動にご協力ありがとうございました１０月１日から１２月３１日まで実施しました共同募金運動（赤い羽根募金、歳末たすけあい募金）には、皆様から心あたたまる募金をたくさんいただきました。ご協力いただきました皆様に心よりお礼申し上げま
す。また、運動期間中には自治会長さんをはじめ自治会役員さん、各種団体、ボランティアのみなさん、その他関係者の方々にご協力いただきましたこと重ねてお礼申し上げます。
赤い羽根共同募金額

５，２５７，７９１円
 

社協職員による街頭募金赤い羽根共同募金にご協力いただいた団体、個人（順不同・敬称略）
�太田地区自治会　　　　　　　◇古井地区自治会　　　　　　　　◇山之上地区自治会
�蜂屋地区自治会　　　　　　　◇加茂野地区自治会　　　　　　　◇伊深地区自治会
�三和地区自治会　　　　　　　◇下米田地区自治会　　　　　　　◇太田町仏教会
�美濃加茂市役所職員　　　　　◇市役所募金箱　　　　　　　　　���������������
����������������������������������������������
�社会福祉協議会理事・職員　　◇美濃加茂市民生・児童委員協議会
��������　　　　　　　◇福祉会館内赤い羽根マッサージ機利用者

赤い羽根募金の使い道
�福祉教育推進事業（５頁に詳細あります）
�広報誌発行
�ボランティア活動団体助成事業
�ひとり親家庭ふれあい交流事業
�子ども食堂事業
�ふれあい・いきいきサロン活動助成
�日常生活自立支援事業利用料助成

皆様からいただいた募金は上記のような福祉活動を行う活動費の一部として使われています。

市内３か所の子ども食堂。
赤い羽根募金は地域の活動を支えています。
「ひとり親家庭ふれあい交流事業」
渓流でマス釣りやシャワークライミング体験の様子歳末たすけあい募金額
８２２，３３５円

たから幼稚園の園児たち。
１人ひとりが優しい言葉をかけながら募金をしてくださいました。
歳末たすけあい募金にご協力いただいた団体・個人
�光徳寺・小山寺　　　　　　　�美濃加茂市赤十字奉仕団　　　　　　　◇美濃加茂市茶華道連盟
�みのかも花づくりの会　　　　�フォークダンスサークルフレッシュ　　◇美濃加茂善意銀行
�たから幼稚園園児・職員一同　◇美濃加茂少年少女合唱団　　　　　　　�美濃加茂市健寿連合会
◇山仲農園　　　　　　　　　　�廿屋　蛍の会　　　　　　　　　　　　�髙井　光枝　　　　　　　　
◇木澤　収平　　　　　　　　　�堀部　美和　　　　　　　　　　　　　◇福祉会館・むくの木募金箱
�今枝　孝之　　　　　　　　　◇西田　知子　　　　　　　　　　　　　�(株)オークワ美濃加茂店募金箱
�����協議会職員街頭募金　◇市役所各連絡所公共施設募金箱　　　　◇福祉会館ガチャガチャ募金
◇すこやかタウン美濃加茂デイサービス　　◇健康福祉すこやかフェスティバル・バザー売上

　　

 
  

美濃加茂市赤十字奉仕団廿屋　蛍の会美濃加茂市健寿連合会美濃加茂善意銀行フォークダンスサークル　フレッシュ光徳寺・小山寺歳末たすけあい募金の使い道【見舞金品】
�����高齢者（65歳以上）……… 49名
�認知症高齢者（65歳以上）…………  4名
�重度身体障害者・児…………………10６名
�重度知的障害者・児…………………  21名
�ひとり暮らし高齢者（70歳以上）…743名

民生委員の皆様のご協力のもと、以上の方々へ友愛訪問を行っていただきました。
ありがとうございました。

【地域福祉活動費】
社会福祉施設などの交流会やサロン活動への助成。
�太陽の家　　　　�ひまわりの家
�ひかりの家
�美濃加茂市母子寡婦福祉会
����������������
�岐阜県身体障害者福祉協会美濃加茂支部
�ふれあい・いきいきサロン　３６団体

赤い羽根共同募金にご協力いただいた団体・個人（順不同・敬称略）
◇太田地区自治会 ◇古井地区自治会 ◇山之上地区自治会
◇蜂屋地区自治会 ◇加茂野地区自治会 ◇伊深地区自治会
◇三和地区自治会 ◇下米田地区自治会 ◇太田町仏教会
◇美濃加茂市役所職員 ◇市役所募金箱 ◇ボーイスカウト美濃加茂第１団
◇堀部　美和 ◇木村　重雄 ◇共同募金会美濃加茂市支会理事
◇社会福祉協議会理事・職員 ◇美濃加茂市民生委員児童委員協議会
◇福祉会館募金箱 ◇福祉会館内赤い羽根マッサージ機利用者

822,335円
歳末たすけあい募金にご協力いただいた団体・個人（順不同・敬称略）
◇光徳寺・小山寺 ◇美濃加茂市赤十字奉仕団 ◇美濃加茂市茶華道連盟
◇みのかも花づくりの会 ◇フォークダンスサークルフレッシュ ◇美濃加茂善意銀行 
◇たから幼稚園園児・職員一同 ◇美濃加茂少年少女合唱団 ◇美濃加茂市健寿連合会 
◇山仲農園 ◇廿屋　蛍の会 ◇髙井　光枝 
◇木澤　収平 ◇堀部　美和 ◇福祉会館・むくの木募金箱 
◇今枝　孝之 ◇西田　知子
◇㈱オークワ美濃加茂店募金箱　　　　　　◇社会福祉協議会職員街頭募金 
◇市役所各連絡所公共施設募金箱　　　　　　 ◇福祉会館ガチャガチャ募金
◇すこやかタウン美濃加茂デイサービス　　◇健康福祉すこやかフェスティバル・バザー売上

歳末たすけあい募金の使い道
【見舞金品】
◆寝たきり高齢者（65 歳以上）……… 49 名
◆認知症高齢者（65 歳以上）…………… 4 名
◆重度身体障害者・児 ………………… 106 名
◆重度知的障害者・児 ………………… 21 名
◆ひとり暮らし高齢者（70 歳以上） … 743 名

民生委員の皆様のご協力のもと、以上の方々へ
友愛訪問を行っていただきました。
ありがとうございました。

【地域福祉活動費】
社会福祉施設などの交流会やサロン活動への助成。
◆太陽の家　　　　
◆ひまわりの家
◆ひかりの家
◆美濃加茂市母子寡婦福祉会
◆可茂地区肢体不自由児者父母の会
◆岐阜県身体障害者福祉協会美濃加茂支部
◆ふれあい・いきいきサロン　36 団体

「ひとり親家庭ふれあい交流事業」
渓流でマス釣りやシャワークライ
ミング体験の様子

美濃加茂市健寿連合会 廿屋　蛍の会 美濃加茂市赤十字奉仕団

社協職員による街頭募金

美濃加茂善意銀行 光徳寺・小山寺 フォークダンスサークル　フレッシュ

市内３か所の子ども食堂。
赤い羽根募金は地域の活動を支え
ています。

5,257,791円
赤い羽根共同募金額

歳末たすけあい募金額



美濃加茂市社会福祉協議会では、市内の小学校・中学校の児童・生徒さんに福祉への理解を深めてもら
うために、車椅子や障がい者スポーツなどの体験を中心とした、福祉出前講座を通して福祉教育の充実
を図っています。

平成 30年度活動
小学校４校　中学校２校　市内学童１か所

　

↑社協の新職員も精一杯、福祉の視点を伝えています !

5 4

「平成30年度  福祉出前講座  実施報告」「平成30年度  福祉出前講座  実施報告」

学習支援教室に参加のきっかけは？学習支援教室に参加のきっかけは？

子ども×学習支援×居場所

美濃加茂市社会福祉協議会では、ひとり親家庭・生活困窮世帯の小・中学生を対象に学習支援教室を実施
しています。「塾に行かせたいけど塾代が大変」「家だとなかなか勉強ができない」「学校の授業について
いけない」などでお悩みのご家庭は、ぜひお気軽にご連絡ください。

たくさんのご応募ありがとうございました　　その他入選者の作品は、ホームページをご覧ください

◎塾に通わせる事が経済的に無理かなと思っている
ときに、学習支援教室の事を聞いて。

◎子どもの交流のためと、勉強が少しでもできれば
と思って。

◎本人に聞いたら、「参加したい」と言ったので。
◎家ではなかなか教えられないので。

学習支援だけでなく、一緒に遊んだり、地域
の方との交流や体験を通した居場所づくり
も行っています。

学習支援
の様子

勉強後にみ
んなでカ

ルタ
おにぎりカ

フェ（月
１回）

FUREAI PHOTO CONTESTFUREAI PHOTO CONTESTFUREAI PHOTO CONTEST

フォトコンテストを実施しました
第１回
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題名『野外実習（体験学習）』
大畑　敏一 様

題名『おばあちゃんの誕生日』
長谷　はる 様

題名『三世代散歩』
藤野　薫 様

題名『誕生日一番の笑顔！』
山田　英里 様

題名『なかないで』
長谷川　智志 様

題名『１歳の誕生日、お兄ちゃんが「フー」』
中村　憲二 様

講座を受けた子どもたちの感想
●高齢者さんと接するときは、優しくすることはもちろ
ん、その人のことをもっと知ろうとする好意的関心を
示して関わることが大切だと思った。私の祖母は、
近くに住んでいないので、会えたときの関わり方、話
し方を考えて、接していきたいと思う。（中学校３年生）

●目隠ししてスポーツしてみて、改めてパラリンピックの
選手をすごく尊敬しました。（小学校５年生）

ふれあい

学習支援の大学生サポーターに
なりませんか！

学習支援の大学生サポーターに
なりませんか！

「子どもが好き！」
　　「将来教師を目指している」
　　　　「福祉に関心がある」…
　学習支援の大学生サポーターを随時募集して
います。
　ご都合のつく時間の参加でも構いません。
　関心がある！やってみたい！という方は、お
気軽に下記までお問合せください。

開催日時　毎週金曜日 17:30～19:30　

場　　所　美濃加茂市総合福祉会館

問い合わせ先　美濃加茂市社会福祉協議会

電　　話　0574-28-6111

＜大学生サポーターの声＞

参加のきっかけは？

子どもが好きで児童系の活動に興味を持ってい
ます。医療相談員を目指しているけど、いろん
な分野の勉強をしたいと思って参加しました。

母子家庭で育ち、同じ境遇にある子どもたち
の力になりたいと思って。

子どもの貧困や母子・父子家庭の報道を聞き、
こういうボランティア活動に参加してみた
かったので。

参加してみた感想は？

子どもたち一人一人のペースに合った教育が
提供されており、良い学び場だと思う。

勉強を教えられるか不安だったけど、教員ＯＢ
の方もいらっしゃるので安心。勉強の後に遊ん
だり、話を聞いたりすることが大事だと思った。

子どもたちとの距離感や接し方が不安でした
が、子どもたちから話してきたりするので、
とても楽しい！

子
育
て
部
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子どもの学習支援事業
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「フレイル」ってなに？

みの：りんさん　寒いけど毎日歩
いとるねぇ

りん：そりゃそうや　健康で長生
きしんとあかんでね 

みの：続けることが大事やでね

りん：この前、テレビで「フレイル」とか言っとったけど、「フレイル」ってなんか知っとる？

みの：年をとって、体や心が弱って介護が必要になりやすい状態のことを「フレイル」と言うんやよ。たとえば、
急に体重が減る、原因がないのに疲れる、思うように歩けん、やる気がでん、気力がない、おっくうになる、
家から出なくなることを言うらしいよ。食べられんことが原因で「フレイル」になりやすいで「しっかり噛ん
でしっかり食べて、しっかり動いて、社会性を高く保つ」ことが大切やと言われているんやよ

りん：ふうーん、そうなんや

みの：そこでどうするかが大事！寝たきりにならんように、早めに取り組むと元気でおれるで、どうやったら
ええのか、これからゆっくり「フレイル」の話をしようかね（次号につづく）

あたたかいご寄付  ありがとうございますあたたかいご寄付  ありがとうございます
（平成30年11月1日～平成31年1月20日まで）順不同・敬称略

●「平成30年7月豪雨災害義援金（広域）」……………………………………………………………   476,027円
●「平成30年7月豪雨災害義援金（岐阜県指定）」 ………………………………………………… 1,388,957円
●「平成30年7月豪雨災害義援金（広島県指定）」 …………………………………………………… 60,000円
●「平成30年7月豪雨災害義援金（岡山県指定）」 …………………………………………………… 60,000円
●「平成30年大阪府北部地震災害義援金」……………………………………………………………  82,281円
●「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」……………………………………………………… 114,596円
●「東日本大震災」 ……………………………………………………………………………………  193,623円
●「平成28年熊本地震義援金」………………………………………………………………………… 55,033円

　皆様からお寄せいただいた義援金は日本赤十字社岐阜県支部や岐阜県共同募金会を通じ、
被災地へ送られます。社会福祉協議会では、窓口にて随時義援金の受付もしております。
　ご協力いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。

福祉巡回車をご寄贈いただきました。
　生命保険協会岐阜県協会様より、福祉巡回
車をご寄贈いただきました。社会福祉協議会
の地域福祉の推進のために大切に活用させて
いただきます。

「全社協会長表彰」と
「中央共同募金会会長表彰」に表彰されました。
　11月22日にメルパルクホール（東京都港区）にて平
成30年度全国社会福祉大会が開催され、多年にわた
り社会福祉の発展に功労のあった全国の関係者・関
係団体の方々が表彰されました。
　当会も全社協会長表彰と、共同募金運動優良地区
として中央共同募金会会長表彰を受賞しました。

福祉に役立てて
●白川　光雄　　　　　●伊藤　純
●西町弘法堂　　　　　●匿名１名
●手輪の会代表　清水三恵子

福祉に役立てて（物品）
●匿名２名

ひまわりの家へ
●㈱都筑　　　　　　　●岩井　公志
●匿名 1名

子ども食堂･おにぎりカフェ･学習支援へ
●大濱　恒夫　　　　●山口　正彦
●村瀬　勝美　　　　●ＳＳＣ株式会社　河田樹人
●成松　秋吉　　　　●匿名１２名
●安養寺（おてらおやつクラブ）
●賢隆山久遠寺（おてらおやつクラブ）

社特別会費のご紹介
加茂野地区　●福地　誉
会費にご協力ありがとうございました

平成30年　災害義援金報告

三和中央いきいきサロン
　サロンは毎月、モーニングコーヒーと美濃加茂いきいき体操
（転倒予防体操）で始まります。その後に趣向を凝らした内容を
楽しまれ、最後に、手づくりの食事で団欒されています。
　この日は、社協の看護師が伺い、高齢者の健康についての「フレイル」の話を聞いていただき、十分な
栄養を摂ってもらうことも大切だという話と、美味しく食事をするためのお口の体操を皆で行いました。
そして、いつも行われている体操はフレイル予防にもなることを再確認してもらいました。その後、血圧
測定をしながら健康相談を受けていただきました。
　参加者の皆さんが「サロンは皆に会って話ができるからいいんです」「地域の人との繋がりができます
ね」とサロンの大切さをお話ししてくださいました。

（三和町下川浦地区）

サロンについてのご相談は、健康推進グループまでお問い合わせください

あなたのまちにもあなたのまちにも
サロン訪問記サロン訪問記
聞いてちょう、見てちょう、

H31.1.10 
三和ふれあいセンターにて

加　齢

健康

要介護

フレイル
（虚弱）
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　この度、美濃加茂市社会福祉協議会のホームページのリニューア
ルを行いました。
　このホームページを必要とするすべての方に「見やすい、わかりや
すい」をコンセプトに、また、スマートフォンにも対応したホームペー
ジとしました。
　今後も、誰もが手軽に必要な情報を手に入れられる様なホームペー
ジの提供に努めて参ります。

検索美濃加茂社協

20192019
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目次目次
P2～3 共同募金運動   P6 「ふれあい・いきいきサロン」／健康のはなし

P4 学習支援紹介・ボランティア募集  P7 寄附紹介／義援金紹介／福祉巡回車寄附／表彰

P5 福祉教育活動報告／フォトコンテスト P8 お知らせ

○編集・発行　美濃加茂市社会福祉協議会
美濃加茂市新池町３－４－１　TEL：0574（28）6111
ホームページ：https://minokamo-shakyo.or.jp/　Ｅ-mail：info@minokamo-shakyo.or.jp
この広報誌は、共同募金の配分を受けて発行しています。

不要な和太鼓ありませんか？不要な和太鼓ありませんか？

ホームページがリニューアルしましたホームページがリニューアルしました
その他、受賞作品は５ページとホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

初心者向け『手話講座』を開催します！初心者向け『手話講座』を開催します！

　手話を通じて、障がいやボランティア活動、コミュニケーションへの理解を深めませんか。手話の勉強が初めて
の方でも、分かりやすくサポートする講座です。お気軽にご参加ください。講座修了後のフォローアップもあります。

期　　間   平成31年4月16日から6月25日まで、毎週火曜日開催（4月30日を除く）、全10回

時　　間   10時30分～ 12時00分

対　　象   美濃加茂市民

受 講 料   無料　※ただしテキスト代金（972円）のみ自己負担

定　　員   20名（先着順）

申込期限   3月1日（金）～4月3日（水）　８時30分～17時15分

申込・問合せ先   美濃加茂市社会福祉協議会　地域福祉係　麻生・長谷

電　　話   0574-28-6111

社協窓口もしくはお電話でお申し込みください。

　ひまわりの家では、日頃、音楽療法として和太鼓の練習や演奏披露をしています。
　現在、市民の方からご寄付で頂いた５張の和太鼓を使っておりますが、太鼓の数を増やし、より迫力のある演奏
を披露したいと思っています。
　使われずに、眠っている和太鼓があ
りましたら、ひまわりの家にご寄付い
ただけますと、利用者が一層太鼓の練
習に励むことが出来ると考えています。
　ぜひ、ご協力をお願いします。

問合せ先　ひまわりの家

電　　話　0574-25-8197

佐藤  友香様　「いきましょか」「いきましょか」 服田  昭二様「わ～やった～～！！」「わ～やった～～！！」題名 題名
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第１回
ふれあいフォトコンテスト結果発表！第１回
ふれあいフォトコンテスト結果発表！
たくさんのご

応募ありがとうございました

一
般
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門

～新年度に合わせて、新しいこと始めてみませんか？～
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